
中学校をクビになったボクの人生逆転物語

●プロローグ

僕には、なぜか「死んでしまう!」という、耐えられないほどの恐怖感に度々
襲われるという症状があり、生きづらい人生は幼少期の頃からすでに始まっ
ていた。母から受け続けた虐待によるトラウマが原因だった。

そんな僕が、ほとんど少年刑務所のような更生施設に入ったのは14歳の時だ
った。15歳で地元の中学に戻る事ができたが、「二度と学校に来るな!」と、
校長先生から中学を強制的に追い出され、僕はこの日を境にレールの無い過
酷な世界へと放り出されてしまったのだった。

トラウマによる悩みや苦しみが常にあったが、誰にも相談する事ができなか
った。さらに、26歳の時には、生きる目的を失ってしまうパニック発作まで
もが僕を襲った。

心も体も制御不能になり、「このまま死ぬ!」という感覚とともに、真っ暗な
地獄の底へ落ちて行くような初めての経験をした。

1996年だった当時、パニック障害という病名がまだ知られておらず、僕は薬
を一切飲まずパニック障害を克服すると決意した。ところが、言うは易く行
うは難しで毎日が生き地獄だった。

友達の前でパニック発作を起こしてしまったら、友達が怖がって僕の元から
去ってしまうと思い、パニック障害の事は誰にも話さず自分だけの秘密にし
た。

しかし、最終的に僕は独りになった。パニック障害の事を誰にも知られたく
なくて、友達たちからの誘いをすべて断り続けた本末転倒の結果だった。

毎日起こるパニック発作の中、人と会わず1人で居る時間が長過ぎて、やがて
僕は人と話す事が怖くてできなくなった。孤独と恐怖の日々は、その後3年半
続く事となった。毎晩悪夢にうなされ、自分の叫び声で飛び起きた事もあっ



た。

68キロあった体重も55キロまで落ち、まるで廃人のようだった。生き地獄の
中、「俺は何のために生きているのか?」と自問し、光の無い世界を這うよう
に彷徨った。頻繁に訪れる恐怖感に翻弄され、「今日ゆっくり眠ったら明日
死のう」と決心した日もあった。

「いつまでこんな毎日が続くんだろう?・・・1ヶ月先まで?・・・いや1年先
まで?・・・」終わる気がしなかった。今まで居た明るい世界に再び戻るとい
う想像がまったくできなかった。

これは、人生終了を告げる暗闇なのだろうか?日の出前の暗闇なのだろうか?
先の見えない人生ゲームを、たった独りでやっているような気分だった。

3年半、ここまでよく生きてこれたな、と思った。死と隣り合わせの中で、な
んとかギリギリ生きていた僕は、それまでの苦しみに見合ったものを間もな
く手に入れる事になる。これまでの生き方とは全く違う新しい人生の扉を開
ける事が出来たのだ。

ある日の夕方、ふと目をやったテレビのニュースで流れた映像がキッカケ
で、僕はバリ島家具屋をやる事になったのである。こんな決断ができたのも
孤独だったからこそだった。誰の目も意見も気にする必要がなく、自分が好
きな事を仕事にしていく決意が出来たのだった。

相談する相手が誰も居なかった僕は、自分の判断だけを頼りに独りバリ島に
渡った。誰の事も知らない、何も知らない世界の中、どこに行き何をすれば
正解なのかまるで分からなかった。

自分の考えの甘さに「バカげた事をしてしまった。この判断は間違ってい
る」と急に恐怖感に襲われ、今までの僕が何度も顔を覗かせた。

しかし、その都度「このままの俺でいいのか?」と自問を繰り返した。心の底
から来る答えは「絶対にイヤだ!」だった。

偶然なのか必然なのか、ある人との出会いで僕の状況が一変した。目の前
に、霧がかって見えなかった道が鮮明に見え始めたのだ。その後も困難な状
況に相応しい奇跡が起きた。しかし、いつも必ず人が起点になっていた。



この波瀾万丈な道のりは、今思っても不思議な出会いと目に見えない力に導
かれて成し遂げられた物語。その後の人生を通して、奇跡がなぜ僕の身に起
こったのかそれが、徐々に分かってきた。誰にでも起こせる、ある秘訣があ
ったのだ。

かつての僕のような、勇気がなくて行動できない人や、子育てに悩む親御さ
んを勇気付ける事ができればと願いこの物語を書く事にした。中学3年の時に
中学校を中退し、これまでの人生で学んだ大切な事。それは・・・

人生に悩み続けて来た、誰よりも臆病でトラウマがあった僕にも出来たのだ
から、あなたに出来ないはずはない。絶対に。

●不登校になった本当の理由

中学2年生の2学期から、僕は不登校の問題児だった。同級生たちが子供っぽ
く見え、勉強をする意味がまったく理解できなかったからだ。・・・と、こ
れまでずっと、僕はこう言ってきた。

確かに、問題児だったし同級生たちが子供っぽく見えたし、勉強をする意味
も理解できなかったというのは本当だったが、僕が不登校になった理由は別
にあった。

僕はある事を隠し続けていた。本当は、学校に行かなかったのではなく、行
けなくなってしまったのだ。僕は、不登校になった本当の理由を、誰にも知
られないように、周りにバレないように今まで振舞ってきた。僕が、なぜ不
登校になったのか?

それは、ある事件に遭遇したからだった。その事件の事を思い切って書こう
と思う。まさか、こんな日が来るとは想像した事すら一度もなかった。

なぜなら僕は、誰よりも弱いくせに、その自分の弱さを誰にもバレないよ
う、体裁ばかりを気にしてこれまで生きてきたからだ。要するに、僕は自分
を偽って格好をつけていたのだ。

事件は、ある日突然ジョギング中に起こった。中学2年の、夏休みがそろそろ



終わりに近づいた、あの日に起きた。夜の8時頃、僕は友達3人で楽しく喋り
ながらジョギングをしていた。背が高いサトウと、同じ町内に住むコデラと
僕の3人だった。

やがて、僕たち3人が通っていた小学校に着き夜のグラウンドを走っていた。
5周くらい走った頃だっただろうか。僕たち3人は喋る事に夢中だった。前方
の暗闇からシンナーを吸いながら歩いて来る人影に気付いた時には手遅れだ
った。

「お前たち止まれ!」

地元で有名な、タチの悪い2人の先輩だった。僕は血の気が引いた。もう逃げ
る事はできなかった。声の主は、1つ年上のサトシ先輩という地元で1番有名
な凶暴な先輩だった。サトシ先輩の父親は元暴力団組員で覚醒剤中毒者とも
噂されていた。

僕たちは以前サトシ先輩から呼び出され、1人ずつ公開リンチをされた事があ
り、その時の事が一瞬で脳裏に浮かび凍りついたのだ。

「あ、サトシ先輩こんばんは!」

僕たちは慌てて足を止めて挨拶した。僕たち3人は、シンナーでラリったサト
シ先輩の、支離滅裂で意味不明な尋問を受けた。その間、僕はずっと怖く
て、早く解放して欲しいと思い続けていた。

サトシ先輩の尋問が終わると、サトシ先輩と1対1で喧嘩をするか、サトシ先
輩から一方的にリンチを受けるかの、どちらかを選べという展開に追い込ま
れた。最初に選択を迫られたのは、同じ町内に住むコデラだった。コデラ
は、

「殴られます」

と言って、サトシ先輩から一方的にひどく殴られたり蹴られたりして、最後
は倒れたまま立てなくなってしまった。次に、サトシ先輩と喧嘩をするかリ
ンチを受けるかの選択を迫られたのは、背の高い友達のサトウだった。サト
ウも

「殴られます」



と言って、コデラ同様一方的にサトシ先輩からリンチを受けた。サトウは腹
を殴られ、しゃがみこんだ所を顔面に蹴りを入れられると鼻血が出て顔中が
真っ赤になってしまった。最後に、サトシ先輩が僕に言った。

「おい、足立。お前はどっちにするんだ?」

僕は、迷う事なく、

「先輩と喧嘩します」

と即答した。それを聞いたサトシ先輩と、もう1人のナガサキ先輩が一瞬呆然
としたのが分かった。沈黙のあとサトシ先輩がこう言った。

「お前、どうなっても良いんか?」

「はい」

僕は間髪入れずにそう答えた。すると今度は

「死人に口無しだぞ。お前を殺しても文句は言えんぞ、それでも良いんだ
な?」

僕は即答で

「はい、良いです」

と答えた。ナガサキ先輩も、

「サトシは何するか分からんぞ、お前本当に殺されるかも知れんぞ、良いの
か?」

と言ったが、僕は

「はい、良いです」

と返事をした。僕は、サトシ先輩から一方的にリンチされるより喧嘩して殺
される方がまだマシだと覚悟した。



結局、僕はサトシ先輩からも、ナガサキ先輩からもリンチをされなかった。
僕の根性を気に入った、という事だった。そして、俺たちの仲間に入れてや
るという事で、その日の夜中の2時に、サトシ先輩の家で一緒にシンナーを吸
うという約束をして、僕たち3人はようやく解放されたのだ。
　
帰り道、14歳の僕たちに起きた出来事は、衝撃が強すぎて、誰も喋らずトボ
トボと肩をすくめて歩いていた。最初に重苦しい雰囲気の中、口を開いたの
はサトウだった。

「勇気あるな、俺ビックリしたもん」

コデラも

「ホント凄かった、サトシ先輩たち絶対ビビってたよな」

2人の友達は、僕のとった行動を褒め称えはじめたのだ。この2人は、僕を勇
敢だと思ったようだ。思わぬ展開だった。

しかし、真意はまるで違ったのだ。僕が勇敢な訳ではない事を僕が一番よく
わかっていた。僕からしたらリンチを受ける方を選択したこの2人の方が僕よ
りも勇気があって凄いと思っていた。

僕がサトシ先輩と、喧嘩をする選択をした理由はたった1つだった。一方的に
殴られる事が怖かったからである。正確に言えば怖がる自分と直面する事が
嫌だったのだ。

以前、サトシ先輩からリンチをされた時の恐怖を再び味わう事が、どうして
も耐えられなかったのだ。ただでさえ自己肯定感が低い僕が、また怖がる弱
い自分に直面すると、そんな自分が許せず、自分の存在を否定してしまう事
が分かっていた。それを避けたかったというのが本当の理由だった。

決して、コデラとサトウの敵討ちをしてやろう、という気は一切なかったの
だが、2人からはそう受け取られてしまったようだ。僕は、2人に「一方的に
殴られるのが怖かったから」とは言えず何も答えなかった。

そして、サトウが僕に言った。



「サトシ先輩たちの所に行くの?絶対やめた方が良いって」

「絶対行ったらダメだって!」

コデラもそう後に続いた。この2人は、僕がなぜサトシ先輩の家に行くという
約束をしたのかにも気がついていない事に、ホッとしてしまう自分が居た。

なぜ、シンナーを吸った事もない僕が、サトシ先輩の家に行くという約束を
したのかというと、早くその場から解放されたかっただけなのだ。早く解放
されたい一心で、サトシ先輩の提案に従ったフリをしただけだった。

サトシ先輩も予想外に僕が逆らって来たため、話の落とし所が分からず苦し
紛れに出した提案だったのかも知れないが、僕は後先の事は何も考えず、と
にかく一刻も早くその場から逃げ出したかっただけなのである。

僕は夜中の2時にサトシ先輩の家には行かなかった。行く勇気など、そもそも
無かった。のちのち分かるのだが、僕にはトラウマがあり勇気が大きく欠如
していたのだ。そして、約束を守らなかった事で、サトシ先輩を怒らせてし
まったという恐怖から、僕は2学期が始まっても中学校に行けなくなってしま
ったのである。

ところが、2学期が始まってからも、サトシ先輩たちは僕を探しに来なかった
らしいのだ。その結果、僕がサトシ先輩との喧嘩を選んだという話だけが友
達の間で広まり、「勇気ある英雄」のように思われてしまったのである。

僕は体裁が保ててホッとしたと同時に、それからの僕は「勇者」を演じるよ
うになってしまったのだった。

この出来事が、僕のその後の人生を大きく変えるキッカケになってしまった
のだ。これが、僕が不登校になった本当の理由だ。

今思えば、僕がサトシ先輩と喧嘩する方を選んだという事によって、サトシ
先輩からしてみれば、僕は「いつ歯向かうか分からない存在」になったのだ
ろう。だからこそ、2学期が始まっても、わざわざ僕を探しもしなかったの
だ。



●見えない未来

2学期が始まっても学校に行かず毎日家に居る僕に、母は昼ごはんを作ってく
れるはずもなく、毎朝パートに出かけていった。ある日、空腹に耐えきれず
自分で目玉焼きを作ろうとしたものの、何度やっても焦げ付いて食べる事す
らできなかった。

目玉焼きすら作る事ができない自分に無性に腹が立ち、その日を境に凝り性
で職人気質の強い僕は、毎日目玉焼きを作り続けやがて洋風レストランに出
てくるような完璧な目玉焼きを作れるようになった。

その後、味噌汁とカレーライスも作れるようになると、学校をサボってラジ
コンをやりに来る友達たちに、昼ごはんを作って出すようになっていった。
今でも毎日料理を作るくらい、僕が料理好きになったのは、この時の事が大
きく関係しているはずだ。

不登校の僕は、やがて毎週木曜日だけ児童相談所に通うようになった。ある
日、その児童相談所で将来の事に不安を感じざるを得ない出来事があった。
児童相談所の先生の1人に、

「将来の夢は?」

と聞かれた事があった。だが、僕は何も思いつかず返事に困った。答えが出
せない自分に焦り、その当時ハマっていたラジコンの事をとっさに思い出
し、こう答えた。

「ラジコンを作る人」

この時、「将来、俺はどうなるんだろう?」と、将来の事を初めて考えて不安
になった。ラジコンを作りたい訳でもないのに、そう答えてしまった自分。
自分はまだ子供なんだ・・・という事に気づかされてしまった。

将来の夢って、みんないつ考えているんだろう・・・?自分だけが独り孤立し
て、取り残されたような気分になった。将来の夢の見つけ方について大人は
誰も教えてくれなかったのだ。

ちょうどその当時、地元中学の生活指導の先生や担任が、何度も家に来ては



「今のままでは、登校日数が足りないから中学3年にはなれない」

と、僕を中学校に来るように説得しようとしたが、僕の心は閉ざされたまま
決してその扉を開こうとはしなかった。なぜなら、サトシ先輩が怖くて学校
に行けない、という事は誰にも話さない自分だけの秘密だったからだ。

それとプラスして、この頃には激しい反抗期も重なって、頑なに不登校を続
ける事しかできず、特に母親に対する反抗心は尋常ではなく憎悪感も抑えき
れなかった。

ただ、「このままではダメだ、変わらなければいけない」という事は僕自
身、実は理解していた。

最終的に大人たちは僕に脅しを仕掛けてきた。更生施設に僕を入れるしかな
い、と最後の切り札を出して来たのだ。そうすれば、僕が言う事を聞くと思
っての事だったであろうが、僕にこの作戦は逆効果だった。

僕は、あっさりと更生施設行きの話を受け入れたのである。「このままでは
ダメだ、変わらないといけない」と思っていた僕にはある意味都合が良かっ
たのだ。僕は、停滞していた人生の立て直しをしようと考えたのだ。

更生施設行きの話を、僕がすんなりと受け入れると、今度は大人達が慌てて
僕を引き止めにかかったが、僕はこのチャンスを逃したらダメだと思い、大
人たちが言う事に聞く耳を貸さなかった。こういう展開が無ければ自分を変
えるチャンスは無いと感じていたからである。

大人たちの駆け引きは未遂に終わり、僕の人生は大きく方位を変えて進む事
になった。結果的に僕は、大人達の意図する方向とは、逆の方へと進む事に
なったのだが、僕は「狂った歯車を元に戻す事ができるかも知れない」とい
う期待が湧き、目の前が急に拓けたように感じたのだった。

ところが、更生施設に入る日が近づくと、僕は不安になり、やっぱり入るの
を断ろうかと考え出したのだ。なぜなら、その更生施設には、犯罪を犯した
不良中学生たちが鑑別所から送致され、更生するための厳しいスパルタなプ
ログラムが組まれている事を知ったからだった。

狭い地元の中のさらに狭い仲間内だけで、悪ぶってツッパっていても、実際



には誰よりも弱く、勇気が無い事を僕自身がよく分かっていた。本物のワル
がたくさん居る更生施設で、スパルタ生活がおくれるのか？

でも今更、後には退けなかった。

「入ってみてイヤだったらすぐに出ればいいか。とりあえず格好がつかない
から1度行くしかない・・・」と、また体裁を気にして嫌々ながら生半可な決
意をしたのだ。

●いざ塀の中へ

更生施設に入る当日の朝、母親と中学の担任と一緒に児童相談所の先生の運
転する車に乗って更生施設に向かった。車内は大人たちだけが、今から僕が
入る更生施設の話をしていた。

僕は当時、児童相談所の先生以外、親と先生とは一切、口を利かないと決め
ていた事から、車内でその2人から話しかけられても全て無視をした。途中、
ふと「今度、この道を通る時はいつになるだろう?」と考えていた。
　
更生施設は、大きな敷地内に運動場も学校もある開放的で綺麗な所だった。
「なに、なに～、普通の中学校と同じ感じじゃないの～、心配しちゃった。
更生施設って刑務所みたいな所だと思ってたよ～良かった～」と、内心ホッ
とした僕の心はその後、一変する事になる。

更生施設に入るための、一通りの手続きが終わると、いよいよ僕の寝泊まり
する寮に案内された。僕が入る寮は第5寮という、敷地内の学校から歩いて2
分ほどの場所にある周りが山に囲まれた寮だった。全部で8つの寮からなる施
設で、各寮には8人から10人の中学生が親元を離れ生活していた。

それぞれの寮には寮長先生の家族も一緒に住んでいた。5寮の寮長先生はイワ
ムラ先生と奥さんと2才の息子の3人家族だった。僕たち一行が、手続きをし
ていた校舎から僕が入る5寮に着いた、ちょうどその時だった。

ゾロゾロと10人くらいの団体が歩いて来た。その集団は5寮に戻って来る寮
生達だったのだが、その姿を見た瞬間、僕の背筋が凍りついた。僕を連れて



来た地元中学の担任と、僕の母の驚いた顔を見ると、どうやら僕と同様、背
筋が凍っているようだった。

「お前ら!挨拶せんか!」

と、いうドスの利いた寮長先生の声で僕たちは我に返った。５寮の寮生たち
は、僕たちの横を通り過ぎる時に、

「こんちわ～」

と、無愛想に僕を睨みながら、わざわざ挨拶をして下さった・・・。

「こ、こんにちは」

蚊の鳴くような声とは、この事だろうというくらい小さな声を絞り出すと、
僕はすぐさま神様にお願いした。「神様!今まですいませんでした!僕、まじめ
になって、ちゃんと学校に行きますから、ここから帰らせて下さい!ここへ置
いてかないで下さい!」と、生まれて初めて神様を信じようと思った瞬間だっ
た。

5寮の寮生たちの姿を表現すると、「暴力団組員さんかな?」と思えるよう
な、坊主頭に恐ろしい目つき。中学生とはとても思えない風貌だったのだ。

そんな彼らの共通点もすぐに2つも見つける事ができた。鬼のように角度の付
いた1ミリくらいの細い眉毛と、鋭い剃り込みが入っているという所だ。

これが早押しクイズだったら1番に答えれただろう。眉毛も剃り込みも、「ど
うやってそんな風にキレイに剃ってるの?」というくらい綺麗に剃ってあっ
た。のちのち分かったのだが、洗濯バサミで 眉毛を1本ずつ摘んで抜いてい
たのだった。

 「絶対にあなたたち悪いでしょ?」という本物たちの匂いがした。「しまっ
た！なんでこんな所に入るなんて言っちゃったんだ・・・俺のバカ!バカバ
カ!」心の中で叫んだが、もう遅かった。

僕は、この時すでに「嫌になったらすぐにココから出してもらおう」と決め
ていた。自分で入ると決めたんだから、簡単に出られると思っていたのだっ
たが、そんな都合の良いルールは存在しなかったのだった・・・。



●ライオン

児童相談所の先生と担任と母親が帰ると、それまで味わった事の無い強烈な
不安感と緊張感を味わった。寮長先生が寮生に、

「今日から入る事になった足立だ。みんな頼んだぞ」

とだけ言って、サッサと自分の住む寮長先生宅のドアを開けて行ってしまっ
た。僕は耳を疑った。「おいおい、もっとあるでしょ、紹介の仕方って。み
んなと仲良くなるように取り持ってくれたりしないの?僕、初めてなのよコ
コ。

もっと優しく丁寧に扱ってくれないの?」と僕は思ったが、どうやらここは僕
の知っている生活スタイルとは大きく異なっているようである。

寮生たちは、相変わらず鬼のような目つきで、僕の方を睨み続け・・・「あ
れ？見てない・・・やばいぞこれは・・・睨まれる訳でもなく完全に無視さ
れている」無視されると、どうして良いか分からない。僕はどうしたら良い
のか、ここでの正解は何かを探っていたが何も見つからず、時間だけがどん
どん過ぎて行った。

「この状況って、どうすれば正解なの?俺からの自己紹介をみんな待ってる
の?」色々と頭の中を駆け巡ったが、答えがまったく分からなかった。蛇に睨
まれたカエルのようなその雰囲気で・・・あ、違うか、蛇に睨まれてないカ
エルか?僕は何もする事はできないまま20分くらいが過ぎた頃だった。

「足立君、これ食べる?」

と一人の背の低い明らかに僕よりも年下の子がアメを持ってきてくれた。僕
は本当に救われた気がして嬉しかった。

「ありがとう」

アメ玉を受け取ると、その子はすぐに続けた。



「イザワ君がこっち来いって」

と寮の部屋の奥へと目をやった。そこにはこの寮で一番悪そうな怖い顔が、
ライオンのような目つきでこちらをジーッと見ていた。「あ、あの人って、
人間食べたりする?」それだけを聞いておきたかったが、アメ玉をくれた少年
は自分の役割を果たすと、スタスタと行ってしまった。

僕は勇気を振り絞って、そのライオンの居る暗黒地帯へと歩いて行った。武
器を持たず、ライオンの檻の中に入っていくような気分だった。アメをもら
って、救世主が現れたと思った矢先だったので恐怖感が2.5倍増しになってい
た。

暗黒地帯のライオンの巣に行くと、そこに居たイザワ君は僕に座るように無
言で椅子を指差した。「何されるんだろう?イヤだなぁ・・・怖いな
ぁ・・・」心臓の脈打つ音が、周りに聞こえるんじゃないか、ってくらい大
きな音が激しく脈打っていた。僕が恐る恐る椅子に座るとイザワ君が言っ
た。

「何をやってココに入って来た?」

意表をつく質問に戸惑った。僕はこの何気ない質問にとても悩んだ。それは
ここに入って来る理由はそれぞれだという事を知っていたが、僕がここに来
た一番の理由は登校拒否、格好悪すぎる・・・。

何度か悪さをして警察に補導された事はあるが、それが原因でここに入った
訳ではない。なめられるかもしれないと思った。でも僕は正直に答える事に
した。

「登校拒否」

するとイザワ君が「え???」という顔をしてから、再びこう言った。

「ウソつけ。その顔はワルの顔だ。何やった?・・・薬か?売人か?傷害か?」

中学生とは思えない言葉を聞いて僕は「ここは別世界だ」と思ったが、その
時、イザワ君の口調や顔つきから、「この人と仲良くなれる」と直感した。
　



初日のうちに、イザワ君が僕を受け入れてくれた事で、その周りの寮生たち
ともすぐに仲良くなった。窃盗や泥棒、シンナーや覚せい剤などの薬物、そ
して傷害や恐喝、強盗など様々な理由でココに入れられた寮生たちも、最初
は怖かったが、よく見るとまだあどけない少年達だった。

僕はすぐにイザワ君に、ため口で話すような関係になったが、イザワ君は笑
って許してくれた。僕の他にイザワ君にため口を話す寮生など誰も居なかっ
た。それくらいイザワ君はみんなから一目置かれ、恐れられていたからだっ
た。

他の子たちも、一見すると怖いが、みんな本当に優しくて楽しい寮生たちだ
った。「良かった。これでひとつ不安が消えた」どんな世界も、トップに君
臨している人と仲良くなると、事はスムーズに運ぶ。

人は偽り無く正直な感情の持ち主を受け入れてくれるようだ。裏表のある人
はその雰囲気がどこかでバレてしまうのだろう。

●脱走のお誘い

更生施設の生活は、厳しいルールの元で毎日の生活が繰り返された。それま
で僕がしてきたような、ダラダラした生活とは真反対で、まるで軍隊のよう
で厳しい環境だった。実際に僕は、この施設に入ってから、まる4日間一睡も
する事ができなかった。

中学2年で初めての経験だらけで不安も緊張もあったが、何よりも幼少期から
続く強い恐怖感があったからだった。

夜は毎日布団の中で、自分がそれまでして来た事をひたすら内省し、自分の
問題点にイヤでも気づかされた。「こんな環境に身を置かなければ、自分自
身を見つめる事は無かっただろうな」と感じた。

更生施設に入る事は、ネガティブでマイナスしかないと思っていたが、客観
的に自分を俯瞰するには最高の環境だったのだ。

昔ながらの壁掛け時計のハトが1時間ごとに、音を立てて勢いよく飛び出すた



び、「みんなはよくこれで寝ていられるな」と感心しながら僕は内省を繰り
返した。

すると夜中の1時を回る頃と明け方の4時頃の2回、寮長先生が懐中電灯を照
らしながら見回りに来た。寮長先生の照らす懐中電灯の光に、僕は毎回寝た
フリをして、それをやり過ごした。寮長先生は僕が逃げていないか、夜中に2
回も起きては見回りに来てくれるのだ。

不思議だが、それが何とも心地よく、守られている安心感があった。更生施
設は僕の知るどんな場所よりも厳しい所だが、それまでの人生で安心できる
場所が無かった僕にとっては、どこよりも愛情を感じられる場所でもあっ
た。

この施設では、脱走する寮生が多いため、新しい寮生が入ると1ヶ月間、寮長
先生の見回りが繰り返される事をその後知ったのだ。実際、僕と同じ日に別
の寮に入った、コグレ君という子に、

「一緒に逃げよう。俺、お金持って来てるからさぁ!」

と、初日に学校内で誘われた。

「なに!?逃げる?」

と、思わず聞き返したくらいとても驚いた。僕は、その言葉に揺らぐ事無く
脱走の誘いを断ったが、ここでは寮生が脱走する事は珍しくなかった。僕の
居た期間にも何人かが脱走した。このコグレ君も、この1ヶ月後に脱走した
が、1週間足らずで捕まって顔を腫らして舞い戻って来た。

逃げた寮生は必ず1週間ほどで捕まって戻ってきた。中には脱走して車を盗ん
で事故を起こし少年院に送られた寮生も居たという。更生施設では、脱走す
る事をなぜか「トンコ」と言った。

「○寮の○○が昨日トンコしたらしいってよ」

という会話を何度か聞いた。でも、逃げ切った者は誰1人としていなかった。
まだ中学生という事もあり脱走した者は必ず地元に戻るらしく、地元に戻っ
たところを捕まって舞い戻ってくるのだった。そんなトンコをした者にはキ
ツいお仕置きが待っていた。



戻った日から1人だけ作業服を着せられ逃げられないようにゾウリを履かさ
れ、みんなが授業を受けている間中、全施設の生徒から丸見えの運動場で、
ひたすらスクワットをやらなければならないのだ。しかも、更生施設内で一
番怖い先生が竹刀を持って目の前に立っている。

竹刀は見せかけでなく、時効だから書くが、スクワットをサボろうものなら
本気で竹刀を振り下ろした。何度も何度もそういう場面を見ているうちに、
施設内で何が起こっても、僕はまったく動じなくなっていった。

●2度泣いた1日

それでも更生施設生活で2度泣いた事がある。しかも同じ日に。更生施設に入
って10日ほど経った頃、それまでダラダラした生活を地元でしてきた僕は身
体が鈍っていた。

更生施設の野球部でのハードな練習中、気分が悪くなって僕は保健室に運び
込まれた。ベッドで横になり休んでいると、保健室の先生が声をかけてくれ
た。

「足立君、どう?ここの生活、もう慣れた?」

髪の長い30才くらいの女の先生で、その言葉がその時の僕の心にジーンと響
いた。

「う～ん・・・」

と、涙を堪えながら、そう返事するのがやっとだった。会話をすると、涙が
こぼれてしまいそうだった。すると保健の先生は、

「先生、1時間くらい職員室に行くから、それまでゆっくり休んでて良いよ」

と、僕が泣き出しそうな事を察して保健室を出て行った。泣かせてあげよう
というその優しさが引き金になり、ここに来てからの恐怖感と緊張感が緩ん
だのだった。ホームシックになっていたのだろう。「早くここを出たい」僕



は、いつここを出れるのだろうか?と不安で堪えきれず、声を殺しながら号泣
してしまった。

出たい時にはすぐに出られると当初の僕は思っていたのだったが、いざ更生
施設に入ってみると決して簡単に出られる施設ではない事が分かったのだ。
張り詰めていたものが外れ、「もうここを出たい」と思った。

　その日の夜、僕は寮長先生に「話があります」と言って2人で話す機会を与
えてもらった。

「寮長先生、僕はいつここから出られますか?」

寮長先生は半笑いで答えた。

「まだまだ先だ。まだお前入ったばっかりだろ、そんな事考えるな」

僕は、この言葉に動揺した。二度と出られないのではないか?と極端に考え不
安になった。なぜなら、自らここに入って来た僕は出たいと思った時に、す
ぐ出られると本気で思っていたからだった。

「じゃあ、児童相談所の先生に会わせて下さい、親でもいいです!」

僕がそう訴えても、寮長先生は即答で言った。

「まだ会わす訳にはいかん。最低2ヶ月後だ」

僕は愕然とした。まだ10日しか経っていない、「2ヶ月後なんて長過ぎ
る・・・」僕は堪えきれず、声を出して泣き出してしまった。

今思うと、誰よりも考え方が甘く身勝手極まりなかった。「このまま更生施
設から出る事ができないのではないか?」という不安感から僕はある事をその
時思い出した。同じ5寮の中学3年のニシムラ君が、数日前にこんな話を僕に
話してきたのだった。

「足立君は、ここから何年も出れないぞ。剪定係に選ばれただろ?剪定係は長
い間、この施設に入る事が決まっている奴が選ばれるんだからな」

と言われた事を思い出したのだ。施設に入ると、何か必ず手に職を付けるた



めの課外授業を与えられるのだったが、僕は松の木を切る剪定係になってい
たのだった。その事を思い出した僕は不安な気持ちを抑えたい一心で、泣き
過ぎて青っぱなの鼻水を垂れ流しながら、その事も寮長先生に聞いてみた。

「剪定係になると、ここから出られないって聞いたんですけど本当ですか?」

すると、寮長先生は笑い出して言った。

「ははははは!誰がそんな事を言ったんだ?」

僕はニシムラ君からそう聞いたと答えた瞬間だった。寮長先生はいきなり立
ったかと思うと、寮長先生の住まいと寮との間にある扉を勢いよく開けた。

「おい!ニシムラ!!こっちこい!!お前、足立にここから出られんって言ったんだ
と!?お前にそんな事を言う権限がどこにあるんだ!!お前はそういう態度だから
こそいつまで経ってもここから出られんのだろうが!!」

と、僕の目の前でニシムラ君が寮長先生に殴られた。僕はこんな事になるな
んて思っておらず、ニシムラ君に申し訳ない気持ちになった。するとイザワ君
がこう言った。

「ニシムラ君は、足立君の事が気に入らないから、いつもいじめてただろ!」

その言葉を聞いて、僕はニシムラ君だけが僕の事を受け容れてくれていないと
感じていたため、やっぱりそうだったのかと納得した。

「お前、女々しいやつだな。これから足立に何か変な事言ってみろ、お前ど
うなるか分かってるな!おい!イザワ!お前、これからニシムラを見張ってろ!」

僕は最強の2人に守られる事になったが、結局いつここから出られるかは分か
らないまま寮長先生との話は終わった。僕は、そんな事をずっと悩むより、
出れるかどうかなんて関係ない!新入りなんだから、ここでのルールを誰より
も守って、「一生ここで生きていく!」そう決心した。

その瞬間だった。すべての不安がウソのように一瞬で消えたのだった。

瞬時に不安が消え去った事で僕は分かった。心配な事やイヤな事に目を向け
ていると、それがどんどん大きくなってしまうという事に。



ネガティブな感情はどうあれ、目の前のやるべき事に集中して覚悟を決める
と、不安と恐怖はスーっと消えて無くなるという貴重な体験をこの時したの
である。受動的ではなく、能動的になる事で被害者意識が消える初めての体
験だった。問題自体が消えた訳ではないのに気にならなくなるようだ。

この経験は、この後の人生で最も大きな気付きの1つになった。僕が泣き止み
5寮に戻ると、みんなが黙って優しく受け入れてくれた。すると、初日にアメ
玉をくれたミヤタ君が、僕の耳元でそっと、

「足立君、入った時はみんなこうだから気にしなくて良いよ」

と囁いた。まさかこんな優しさを感じる事ができるとは思ってもいなかっ
た。見た目は悪ガキたちだが、ニシムラ君以外のみんなは本当に優しくて人
を思いやる気持ちがあった。

3年生だったニシムラ君は、先生やイザワ君の前ではいつもヘラヘラとしてい
たが、自分より年下しか居ない時には常に威張って他の3年生たちの悪口を言
っていた。年下からだけではなく、5寮の誰からも嫌われている事をこの時知
った。

しかし、ニシムラ君とも徐々に仲良くなっていった。

余談だが、更生施設から出て1年ほど経った頃、僕が名古屋の繁華街を友達と
3人で歩いていると、20歳くらいの不良たち4人に絡まれて連れていかれた先
に、このニシムラ君が居た事があった。

その時、ニシムラ君は「俺、今ヤクザの組に入ってるんだ」と言い、その不
良たちに「俺の友達だから手を出すな」と言ってくれた。話を聞くと、自分
より年上の街の不良たちを使って恐喝をしているとの事だった。

●更生施設「寮生活」

更生施設自体は、周りが山に囲まれた広い敷地内に、適度に散らばって1寮か
ら8寮までが建っていた。それぞれの寮には小さな公園くらいの大きさの庭が



あり、腰までの高さのフェンスがあった。僕は、第5寮という寮で10人の中
学生たちと生活を共にしていた。

そして、その5寮と同じ建物に隣接して寮長先生家族3人が一緒に生活してい
るという、ちょっと不思議な構成になっていた。

おそらく、この構成は「家族」を感じさせるために、そう構成されていたよ
うに思う。なぜなら、その更生施設に入る中学生たちは全員、家庭環境や家
族関係に問題を抱えていた子供たちだったからだ。

僕自身もそうだった。僕は13歳から家族に対して完全に心を閉ざし、家族の
中で孤立して家族との関係は破綻していた。

施設内で家族や家庭を疑似体験し、人間関係や愛情を感じさせる事で、僕た
ち寮生を更生させようと考えられていたんだと思う。実際に僕は家族の中で
守られているような安心感を感じる事ができた。

施設内では、寮生たちの名前を○○君と、「君づけ」で呼び合うという決ま
りがあり厳粛に守られていたが、僕はたまに、

「おい、イザワ!」

と、更生施設の番長であるイザワ君を呼んだ。みんなをヒヤヒヤさせたが、
イザワ君はそんな僕を、

「足立さん、何でしょうか?」

と、冗談で返してくれるほど、とても可愛がってくれるような間柄になって
いた。5寮の寮内は、引き戸のガラス扉を開け、玄関から入りすぐ右側に目を
やると、5mほどの奥行きと4mほどの横幅の大きな部屋が1つあって、さら
に右側を見ると、一面がガラス扉で陽当たりは良好だった。

そのガラス扉の向かい側、つまり玄関を入って右側に目をやった時の左側に
は6畳の部屋が並んで3つあった。

その3つの部屋は、向かって左側から「一室（いっしつ）」「二室（にし
つ）」「三室（さんしつ）」と呼び、僕は真ん中の「二室」に寝床があっ
た。



壁で区切られた3つの部屋に扉は無く、その3つの部屋を一度に丸ごと見渡せ
るような構造になっていた。この3つの部屋を見渡せる大きな部屋が、いわゆ
る談話室のような空間として使われていた。

その大きな部屋に、会議室によくある長方形の折りたたみ式のテーブルが3列
並べられ、そのテーブルで勉強や食事をした。3つ並んだ部屋は、30センチ
ほど高くなっていて、寮生たちが食事や勉強する為の談話室からは丸見えの
造りになっていた。つまり、コソコソ隠れて悪さができないようになってい
るのだ。

寮生にはそれぞれ3段の小さなタンスがあたえられていて許可された数少ない
服や、ラジカセやカセットテープが入っていた。この頃は、チェッカーズが大
流行していて、日曜日の休みの日には必ず誰かのラジカセからチェッカーズ
の歌が流れていた。

当時はCDRやDVDがまだ無かった時代だった。自分専用のタンスに、買って
来たお菓子や漫画を入れている寮生もいた。月に一度、先生に付き添われて
外の世界に出る事ができた。
　
行き先は歩いて15分ほどの駄菓子屋さんと公園だった。500円分の買い物が
できる事もあり、寮生たちはこの日を心待ちにしていた。みんなのテンショ
ンが上がり、悪ガキ達が大きな声でチェッカーズの歌を合唱しては寮長先生
から

「おいお前ら、うるさい!たまには違う歌手のうたを歌え」

と、よく言われていた。駄菓子屋で僕はよく興味があったオートバイの雑誌
を買っていた。
　
お風呂は、僕たちの住む寮と寮長先生宅の境目の扉の向こう側、つまり寮長
先生宅側にあった。大きい風呂で3～4人ずつで入り楽しかったが、僕は初日
だけ脱衣所でモジモジしていると、

「恥ずかしいのか?早く入ってこいよ!」

と、イザワ君たちにからかわれた。白いムトーハップの湯は温泉の匂いがし
て、いまだにこの匂いを嗅ぐと、あの頃の5寮での生活を鮮明に思い出し懐か



しさが蘇る。トイレは、風呂と真逆、寮の一番奥に無駄に大きく大小２個ず
つも設置されていた。

地元の中学校とそっくりな作りのトイレだったが、コンクリートの壁で、和
式タイプで冬は底冷えした。ここはコンクリート張りの寒くて暗い場所だっ
たがなぜかここが落ち着いた。変な話、マスターベションはここでするとい
う決まりがあり、寮生たちの聖地でもあった。マスターベーションする時は
報告生で、

「ちょっと行って来る」

と言う合い言葉が決まっていて、誰かが最中の時は誰もトイレには入らない
という絶対的なルールがあった。この決まりは必ず守られたので、みんな安
心して青春を爆発させていた。

新人は決まって2週間後に我慢出来なくなって、マスターベーションをすると
いう面白い統計があったらしく、僕もムズムズしはじめて、ちょうど14日目
に解禁した。僕は、自分が健康体である事を知った。
　
　毎朝6時、寮の1日が慌ただしく始まる。寮母さん、つまり寮長先生の奥さ
んが、

「6時だよー!起きなさいよー!」

と、寮長先生宅の扉を勢い良く開け寮生たちを起しに来ると、一斉にみんな
飛び起きた。ダラダラしている時間など、ここには文字通り一切存在しなか
った。この寮母さんの号令で起きなければ、寮長先生から厳しいお仕置きが
待っていた。2度寝したら後はない。

そんな時は「よし!起きるか!」と、眠いけど一気に起きるに限った。そういう
時、人間は凄いパワーを使っていて、元々自分の中に持っているものを自分
で引き出している。自分の意識ひとつで、潜在的に持っている力を引き出せ
る事をこの時期に知った。その後の人生で落ち込んだ時にも、この時と同じ
力が利用できた。

例えば、ネガティブな事で頭が一杯になって心ここに在らず、という状態の
時にもこれと同じ力で意識を行動へと転換する事ができる。人は、嫌な事が
あるとその時の気分が「自分のすべて」だと思い込んでしまうものだが、決



してそうではない。

自分の気分を最優先にしてしまうと、真冬の朝の布団からもなかなか出られ
なくなるし、ネガティブな事があって落ち込んだ時も、何も手に付かなくな
り、その状態からなかなか抜け出せなくなってしまう。

ネガティブな気分に苛まれた時は、「今、自分の気分を最優先しているな」
という事にまずは気付く事だ。自分が気分を最優先にしている事に気付けた
なら、あとは気分ではなく“今やるべき目的”を思い出し、“目的を達成するた
めの行動”を最優先するのだ。

気分はどうあれ、行動する事はできるのである。気分本位ではなく目的本位
にする事で、ネガティブな状況を人は打破する事ができる。力を注ぐべき事
象に、自らの意識でこの力を移す事ができるという事を、この更生施設で学
んだのだった。

その後は、自分の布団をたたみ押し入れに片付けて、顔を洗い歯を磨き終わ
ると寮長先生に報告をしに行く。

「おはようございます!足立です!歯磨き終わりました!」

すると、奥から、

「おはよう!よし!」

と、寮長先生が返事をする。この時、6時5分を過ぎると、寮長先生に怒声を
浴びせられる。

「こらぁ!!お前いつまで寝てるんだ!早く起きろ!」

という怒鳴り声が聞こえてくるのだった。怒鳴られる事があるとすれば、そ
れは決まってニシムラ君ただ1人だった。

寮長先生に、起床した事と顔を洗い終えたという報告を終えると、その後は1
週ごとのローテーションで、自分の担当の仕事をこなすのだ。

仕事は、床掃除、部屋の雑巾がけ、窓ふき、風呂洗い、トイレ掃除、庭掃
除、給食当番、ゴミ燃やし、である。これを寮生達が当番制で手分けしてや



っていく。5寮の庭先には洗濯機がひとつあって、当番が回って来たら全員分
の洗濯を2人で行った。布団のシーツだけは日曜日の朝、寮長先生の奥さんが
してくれた。

「シーツ出しなさいよ～!」

という寮母さんの号令で、シーツが回収され洗濯してくれた。靴も、シーツ
と同じ日曜日に洗うのだが、靴はそれぞれが自分たちで洗った。細かく決め
られたルーティーンを、寮生たちは毎日繰り返す事で漏れなく全員が手際よ
く、何でもできるようになるのだった。

更生施設内のすべての寮で、まったく同じ内容のルーティーンが行われてい
た。僕自身も家事全般がなんでも素早くできるようになり、生きていく上で
大いに役立っている。僕は、この施設で基本的な、人間の生活の基礎になる
大切な骨組みを学んだのだった。

●更生施設「学校生活」

朝の寮での役割を終え、みんな揃って給食当番が準備してくれた朝ご飯を食
べ終わると、学生服を着て更生施設の敷地内にある学校へと歩いて行く。

5寮から徒歩2分くらいの距離に学校はあった。時間がしっかりと決まってい
るので、施設内にある全8寮の寮生たちが一斉にぞろぞろと学校に集まってく
る。その光景は笑えるくらい、どの顔を見ても、剃り込みが入り眉毛が細く
鋭かった。

普通の中学校と作りは同じだが、学校の校舎自体は小さくて運動場も小さか
った。しかし、運動場の周りを5メートルほどある、決して乗り越える事ので
きない高くそびえ立つフェンスが覆っていた。

そのフェンスは施設内の何処に居ても視界に入るので、「ここは塀の中」だ
という現実にイヤでも向き合わされ、僕は体育の授業中に一度だけ、強い閉
塞感を感じ息苦しくなった事もあった。
　
朝の朝礼は、その更生施設に新しく入ってくる子が居れば施設長、つまり普



通の中学校でいう校長先生がその子の事を簡単に紹介した。入ってくる子が
居ない時には、普通の中学校と同じような行事の案内や簡単な話しで終わっ
た。

施設内の学校は、更生施設全体で80人弱の中学生たちが、4つのクラスに分
けられていた。当時、中学1年と2年は合同のクラスが2つあり、1つのクラス
が約20人程だった。中学3年生の男子は、20人程でひとクラスのみ。そして
女子のクラスが1年から3年生12人くらいで、1クラスのみだった。

この施設の授業が面白かった。この更生施設に入った者は誰でも、まず最初
に小学1年生の古びた教科書を全科目分渡される。授業が始まると、各自それ
ぞれ問題を解いていき全問正解になれば次に進むのだ。

例えば、国語の授業なら、各自それぞれが持っている国語の教科書を開き先
生に指導を受けながら勉強していくのである。小学1年生で習う漢字や問題が
解ければ、次のページに進んでいく。

僕は、冗談のような授業だなと思いながら、小学1年生の国語の教科書を解い
ていくと、1日で小学3年生の教科書まで進んだ。すると、

「足立君頭良いなぁ天才だなぁ」

と、他の寮の寮生から真顔で言われた。その子は小学2年生の“さんすう”をや
っていて、九九もまったく理解していなかった。しかし、このような寮生
は、ここでは決して珍しい事ではなかった。僕は、僕よりも勉強が出来ない
寮生が、こんなにもたくさん居る事にショックを受けて、受け入れるのに時
間がかかった。

こんな簡単な授業なら僕は楽勝だと思っていたが、小学5年生の教科書で進み
が遅くなって停滞した。それでも、僕はクラスで2番目に頭が良いという信じ
られないポジションで優等生扱いだった。

クラスで1番頭の良かった寮生は僕より少しあとに、別の寮に入って来たナカ
タ君という暴力団組長の親を持つ、僕と同じ中学2年生だった。ナカタ君は、
別の授業の中で、「将来の夢」という作文発表の場で、「将来はお父さんの
組を継ぐ」と言っていたくらい筋金入りの不良だったが、芯のある頭の良い
寮生だった。



そのナカタ君だけが唯一、中学2年生の教科書をやっていたので、僕は分から
ない事があると、いつもナカタ君に教えてもらっていた。

学校の先生は寮長先生とは別で、教科によって何人かの先生が居た。国語の
先生は早口で発音も悪く、何を言っているのかよく聞き取れない先生だっ
た。その先生が若かった事もあり、寮生達によく小馬鹿にされていて、から
かわれる度にムキになって本気で怒るのだが全然怖くなかった。

その先生とは対照的な、僕たち1年と2年のクラスの担任だったムトウ先生
は、体育と美術を教えていて常に竹刀を持ち歩いていた。

授業はいつも緊張感があって圧倒的に怖い先生だった。ムトウ先生の竹刀は
見せかけだけではなく、何か問題を起こすと容赦なく竹刀を振り下ろした。
今の時代では考えられない事だが、1984年だったその頃は体罰が珍しくない
時代だった。

学校内では、女子と男子の教室は2階と3階で分かれていて、僕は1度も女子
を学校内で見かけた事がなかった。その更生施設には女子とは一切、会話を
してはいけないという驚きのルールがあった。以前、更生施設内で女子が妊
娠してしまったという事件が起こって以来、女子と喋る事が全面的に禁止さ
れたらしいのだ。

先生に見つかれば厳しい懲罰が待っていた。だから見張りを立てて厳重体制
のもとで女子と話すのだったが、話す事が出来たのは、結局5寮のイザワ君達
の番長グループのみだった。

放課の時間になると必ず、中学1年の寮生たちが階段の所で下から上がってく
る先生を見張り、階段の2階と3階の間で、中学3年の男子と中学3年の女子が
話をするのだ。

更生施設に入っている女子たちは全員ヤンキーで皆んな不良だった。更生施
設には月に一度、床屋さんが3人来て男子は刈り上げか坊主のどちらか選べ、
女子はみんなオカッパ頭と決まっていた。女子は髪の毛の色で、この施設に
来てどのくらいの期間が経っているのかがすぐに分かった。

男子は更生施設に入る時、丸坊主にされるため髪の毛は全員真っ黒なのに対
し、女子はオカッパ頭にするだけで金髪のまま施設に入って来た。そのため
更生施設に入りたての女子は髪の毛が金髪なのだ。



更生施設に入っている年月が長いほど、髪はプリン状態になり生え際が黒
く、そして古株の女子たちの髪は毛先から根元まで真っ黒の髪の毛をしてい
るのだった。

1人際立った美人の3年生が居て、スタイルも良く1人だけ明らかに違うオー
ラを醸し出していた。その女子の寮生と毎日話すイザワ君に聞いた話によれ
ば、その子が施設に入って来た理由は暴走行為と薬物だと言っていた。

年の離れた暴走族の彼が居たとの事だった。僕はその女子と話がしたいと思
っていたが、最後までその夢は叶わずに終わってしまった。

実は、チャンスは何度かあった。僕が給食当番で給食センターに行った時
に、その場所で会った事が何回かあったのだ。僕の方を見て微笑んでくれた
事も2、3回あったが、勇気がなくて話しかける事ができなかったのである。

そんな勇気の無い自分自身に対して、女子と話してはダメだ、という更生施
設の決まりもあるし・・・という言い訳をしては自分を納得させていたが、
その時の後悔はずっと消える事はなかった。チャンスが来たら、勇気を振り
絞って行動しないと現状は何も変わらないし後悔する、という教訓になっ
た。

当時その更生施設には80人弱の寮生たちが生活を共にしていた。奇跡的に僕
は、更生施設の番長であるイザワ君と同じ5寮に入る事ができ、イザワ君と仲
良くなる事で本来ならもっと辛いはずの更生施設生活が住み良い環境になっ
た。

そして、この更生施設で一生を過ごす、という覚悟を決めた事で、とても充
実した学ぶ事の多い共同生活を送る事ができた。とは言うものの、問題を抱
え歪んだ心を持つ子供達を更生させるための施設、今でも強烈に記憶に残る
こんな出来事があった。

●絶対命令

更生施設での思い出深い出来事はいくつもあるが、中でも強烈に印象に残っ



ている出来事がある。それは朝の全校集会でラジオ体操をしていた時に、僕
たちのクラスが校長先生から注意をされた事がキッカケだった。僕たちの担
任は、泣く子も黙るムトウ先生。いつも手には竹刀を持ち歩き、常に怖い先
生だった。

この更生施設に入っている寮生の半分近くが、暴力団関係者の親を持つ、不
良のサラブレットたちだったが、そんな寮生にもお構いなしで竹刀を振り下
ろす武闘派の先生だった。

朝の集会が終わり、教室に戻ろうとした時、そのムトウ先生が僕たちのクラ
ス全員に言った。

「おい、お前ら!運動場を走れ!」

すると、クラスのみんなは1周300メートルほどのグラウンドをダラダラとし
た足取りでバラバラに走り出した。

「馬鹿野郎!整列して走れ!」

それでもクラスの半分は、まとまりなく走っていた。グランドを1周し2周し
3周した。5周、6周・・・10周しても、ムトウ先生は止めろとは言わない。
ダラダラと、まとまりなく走っているからなのだろうか?

悪ガキの寮生達は、「何周走らされるんだ?」と心配になり始めたのか走りな
がら徐々に整列していった。ダラダラとふて腐れて走っていた寮生たちも、
「ムトウ先生、これは本気だ。ヤバいぞ」と真剣に走りだした。

それでも中学2年生の番長をしていたウチムラ君だけは、プライドが許さない
のか、まだふて腐れて走っていた。

ところが、このウチムラ君には誰も逆らえなかった。誰も意見する事ができ
ない別格の人物だったのだ。意見するのは中学3年生のイザワ君たちの番長グ
ループだけである。ただムトウ先生は、そのウチムラ君に向かって、

「ウチムラ!お前、いつまでダラダラ走ってるんだ!しっかり走れ!」

と一喝した。それでもウチムラ君は、ダラダラとふて腐れて走っていた。グラ
ンドを20周してもムトウ先生は止めろと言わない。これはウチムラ君がちゃ



んと走らない限り、まだまだ走らされるぞ・・・。

30周走っても40周走ってもムトウ先生は走る事を止めさせてくれなかった。
僕は思った、「50周か。まだあと10周もあるぞ。ウチムラ君!ちゃんと走っ
てくれよ!」と。

ゼェゼェ言いながら、やっと50周を走った所で、ようやくムトウ先生が「は
い、やめ!」と、言うかと思いきや・・・何も言わない!!「ムトウ先生？数、
数え間違えてるよ!50周だよ、今の周で50周だよ」と、僕は心の中で突っ込
んだ。

その後、60周、70周・・・そして90周走った。もう信じられなかった。恐
るべし更生施設。恐るべしムトウ先生。

「100周か・・・あと10周か」そう思ったのは、僕だけではなかったはず
だ。その頃には、ウチムラ君もようやく整列してしっかりと走っていた。逆
にふて腐れて、ダラダラと走る方が体に負担がかかり、走りにくいだろう。
もう、こうなったら意地だった。

そして、いよいよ100周走った・・・。「あれれ?・・・センセ!今のが100
周ですよ」と叫びたかった。なんと、100周走っても終わらなかったのだ。
「もう!バカバカ!ムトウ先生のバカ!」横を見ても前を見ても、クラスのみん
なは汗びっしょりで走っていた。真剣に走る凄い形相の顔つきに、胸に迫る
何かを感じた。

　僕たちは結局200周走った。朝、走り始めて200周走り終わった時には辺
りが暗くなり始めていた。

「よし!暗くなったからお前ら止めだ!止まれ!」

「何?今、凄い事言ったよね、暗くなったから止め？夏だったら何周走るつも
りだったの?」でも、この時僕が心で感じたのは、「みんな凄い根性がある!
凄い!」と一体感を感じ僕は心の底から嬉しかった。達成感だろうか?いや、
それだけでは無い。自分の限界を超えて200周も走れる自分に出会えた事が
嬉しかったのだ。

それよりも心から凄いと思う事があった。それは、最初の1周目から最後の
200周まで、なんとムトウ先生も一緒に走っていた事だ。だから誰も文句を



言えないし厳しさの中に愛情を感じたのだった。ムトウ先生はおそらく、常
に問題を抱える子供達の将来を危惧して、嫌われ役を引き受けてくれていた
のだと思う。

そんな本物の愛情があるからこそ、ムトウ先生はいつも竹刀で子供達を殴っ
ても堂々として居られたのだろう。心から尊敬できる先生だった。

僕は走る事には自信があったが、こんな距離を走った事など無かったし、こ
の先も絶対にないだろう。今後の人生で何か辛い事があっても、この時の事
を思い出せば、少々の事ではへこたれないだろうと思った。実際にそうだっ
た。

環境の整った温室育ちの人間より、問題を抱えた劣悪な環境の中で生きて来
た人間の方がたくましくなるのと同じだ。

この日の出来事で、ムトウ先生が僕たちに何を伝え、何を感じさせたかった
のかが分かった気がした。そして、その日を境にウチムラ君とムトウ先生
は、よく話をするようになった。

人は楽な方へと流れる生き物。自分の限界や枠を超えるには、鬼教官のよう
な第三者が必要なのだ。

●真冬の浄化槽で教わった事

更生施設に入って1ヶ月が経過した真冬の夜に事件が起きた。僕のいる5寮の
トイレが流れなくなってしまったのだ。浄化槽を見てみようという事になり
寮長先生と寮生全員の10人で5寮の裏側に回った。

寮長先生が浄化槽のフタを開けて中を覗き込んだ。

「おい、この中のどこかが詰まってるぞ」

浄化槽の中を懐中電灯で照らしながら寮長先生がそう言った。寮長先生の指
差す浄化槽の中を見ると、そこはまさに汚水が詰まり満タンに溢れ出そうと
していた。



「誰かこの中に入って詰まっているものを取れ」

寮長先生は笑いながらそう言った。誰も彼もがお互いの顔を見合わせて静ま
り返った。誰一人、自ら率先して浄化槽に入る寮生は居なかった。辺りは氷
点下、刺すような猛烈な寒さで体中が痛かった。

すると寮長先生が言った、

「よし、じゃぁジャンケンで決めるか!」

そう言うと、寮生たちが一斉に、

「えぇ～～～～!?」

と、叫んだ。

誰もが、自分が負けたらどうしようかと想像しているようだった。その時
だ。寮生の中の一人が、大きな声で言った、

「俺、入ります!」

寮生たちが一瞬で静まり返り、その言葉を言い放った寮生の方を一斉に見
た。

「おぉ!凄いなお前!おい、みんな見習え!この潔さを!よし!じゃあ、みんなで足
立を支えろ!」

入ると言ったのは僕だった。

僕は、ジャンケンに負けた誰かが敗者として、惨めな姿で浄化槽に入る所を
見るのが嫌だった。僕が入るべきだと思ったからだ。この5寮の中で一番新入
りの僕が、一番イヤな仕事を引き受けるのは当然な事だと思ったのだ。自ら
率先して浄化槽に入れば5寮への貢献にもなるし、僕の居場所をより良くする
事にもなるだろう。

何よりも背中の後押しになったのは、この更生施設の中で一生を過ごす、と
いう決意をしたあの日、この更生施設の郷に従うと僕自身が決意した事が一



番の後押しになったのだった。

“やらされる”のか“自らやる”では、自分の中に沸き上がる感情に、雲泥の違い
があるはずだ。僕は誰かにやらされるのではない、みんなのために自分から
望んで浄化槽に入るのだ。後ろ向きな気持ちは一切無かった。

そして僕は、身体にロープを巻いてマンホールの中に入ると、5寮の皆んなに
ロープを持ってもらいながら、タラップを伝って浄化槽の中へと、ズブズブ
と入って行った。早い話が、ウンチとオシッコでいっぱいの、お風呂に首ま
で浸かったのだった。僕はジャージの上下を着ていたが、まったく何の役に
もたたなかった。

冷たい汚水は身体中に染み渡り、その水位は口元まで迫ってきた。僕は、口
にだけは汚水が入らないようにしながら、手探りで詰まっている物を探し
た。浄化槽の中は当然悪臭が漂い、極寒のため身体中が凍りつくように痛か
った。でも、5寮の皆んなが一丸となって必死で僕を支えてくれていた。

トイレが流れなくなった原因が分かったのは、僕が汚水に浸かって5分くらい
経った頃だった。何かが吸い付いていたのだ。僕は、その吸い付いている何
かを取ろうと必死で引っ張るのだが、手にはめていた軍手が滑って吸い付い
た何かを取り除く事ができなかった。

僕は軍手を外すと、凍え切って思うように力の入らなくなった手で、その何
かを掴むと力を込めて引っ張った。するとその瞬間、『ギュルギュルギュ
ル～!!』と、凄い音を立てて、満タンだった汚水が凄い勢いで浄化槽の中に流
れていった。詰まっていたのは、誰がいつどうやって流したのかビニール袋
だった。

「おぉ～～!!」

という歓声が沸き上がった。僕が浄化槽に入っていた約5分間、極寒の寒空の
中、誰ひとり寒そうにしていなかった。誰かに火が点いていると、それは感
染して皆んなが熱くなるようだ。

「おい!お前ら!よく見ろよ!これが勇気のある奴の行動だ!、、、おい、早く引
き上げて足立を熱い風呂に入れてやれ!!」

寮長先生が、そう叫んで皆んなが真剣に僕を引っ張り上げてくれた。そして


